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マルチ CAD の苦しみ
朝起きて次のように考える人は誰もいません。

「スケジュールを空けて！1 つの CAD ツールに統合する必要がある！」
しかし、そうすべきかもしれません。

組織の誰もが違う CAD ツール
を使っているような気がしませ
んか？
> 工業デザイナーが 1 つツールを選んで使用するの

は、そのサーフェシング機能を重視しているから
です。

> エンジニアリングでは、(過去の買収の結果と思わ

れる) 3 つの異なる CAD システムが使用され、そ
れぞれ支持者がいます。

> 製造部門と品質部門では全く異なるシステムが採

用されています。

あなたのチームは、さまざまなファイルのインポート、変換、
修正や、果てしないトレーニングに何百時間も費やしていま
す。また、これらすべてのソフトウェアパッケージに対応する
ために、チームが開発してきた社内独自のワークフローもあり
ます。この開発にはどれくらいの時間がかかっているのでしょ
うか？
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エンジニアリング以外では、IT とライセンス管理の専門家が、
これらすべての異種システムのサポート、社内アプリケーショ
ンの管理、ライセンス管理などの細かな処理を行っています。

戦略的な観点から見ると、成功した製品の基礎となるデータ、
計算、モデルなど、最も価値のある知的財産の一部を複数の
CAD システムに取り込むことで、実質的に会社が人質にされて
いることになります。社員は、やり直し、データ変換、または
純粋なヒューマンエラーによるダメージという弊害に直面する
ことになります。

今こそ統合するときです。
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統合の利点

1 つの CAD ツールに統合することには具体的な利点があり、これ
は企業のデジタル変革の計画には不可欠です。PTC では、デジタ
ル変革を、デジタルテクノロジーを用いて幅広いビジネス課題を
解決する戦略と定義しています。すべてが 1 つの CAD システムに
統合され、1 つのデジタルスレッドが設計と生産環境全体を貫きま
す。これにより、生産性の向上、市場投入までの時間の短縮、品
質の向上、コラボレーションの強化、費用削減を実現します。

会社規模での統合

> モデルベース定義 (MBD) を検討ま
変革の取り組みは進行しています

か？もしそうであれば、CAD の統
合を検討してみてはいかがでしょ
うか。これらデジタル変革の取り
組みは、コスト、品質、競合の打
開策につながりますが、第一段階

として誰もが使える共通の CAD シ
ステムが必要です。
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製品開発プロセスを機能部門間でシームレスに管理し、データ変換やレガ
シーデータの再作成を行う必要がなくなります。エンジニアがどの CAD シ
ステムについての知識があるのかを考慮する必要はなく、適切な設計エン
ジニアにプロジェクトを割り当てることができます。

市場投入までの時間の短縮促進

チームが単一のプラットフォーム上でアイデアをより簡単に共有できるよ
うになれば、設計タスクが迅速化し、やり直しは最小限に抑えられます。

製品の品質向上
たは実装していますか？デジタル
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生産性

単一のプラットフォームに統合することで、データ変換やモデルの再作成
に伴うヒューマンエラーの可能性が低減します。

コラボレーションとイノベーション

設計チームが共通言語を話すようになることで、設計意図を共有し、前
提条件に挑戦し、お互いに学び合うことが容易になります。その結果、
革新的な設計とプロセスが生まれやすくなります。

IT およびライセンス費用の削減

統合によって財務上の頭痛の種が減ることになります。IT 部門はト
レーニングとサポートで 1 つのプラットフォームに注力し、ライセンス
部門はサブスクリプションと永久ライセンスの保守契約で １ つの契約
を管理します。
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移行作業の管理

運が良ければ、新しいソフトウェアで新しいプロジェクトを開始
するだけで、新しい標準化された 3D CAD プラットフォームに移行
できるかもしれません。しかし、設計エンジニアは既存の設計を
変更したり活用したりすることが多いため、新しい CAD システム
で旧システムのデータを利用できることが不可欠です。優れたマ
ルチ CAD 機能 (一般的な CAD システムやフォーマットの多くから
データファイルをインポートして開く機能など) を備えたシステム
に統合することが必要となります。
1 つの CAD システムに統合すると、短期的にはトレーニングや
データマイグレーションに伴う生産性の低下が生じる可能性があ
ります。しかし、長期的な利点を考えると、投資する価値があり
ます。

データマイグレーション、トレーニング、チームへのサポートに関
する明確な計画があれば、移行フェーズを最短に抑え、長期的な利
点をより早く享受できます。お使いの CAD ソフトウェアは、古い
データファイルに簡単にアクセスして作業できるようになっていま
すか？最低でも、オンデマンドおよびライブでのユーザートレーニ
ングのオプションをいくつかの形式で計画に含めておく必要があり
ます。また、ソフトウェア内でどのようなヘルプが利用できるか (理
想的にはマウスをクリックすると表示される状況に応じたメニュー
が理想的です) を把握しておいてください。
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CAD 統合の利点

生産性

統合への短期投資
(トレーニング、データマイグ
レーション)

既存システム

移行フェーズ

統合チェックリスト
CAD システムの選択

o 今日明日にでも必要なツールがありま
すか？

o 入手可能なチュートリアルがあり、

統合の長期的利点
(コラボレーション、市場投入までの時間、
品質、IT 費用)

統合システム

時間

経営幹部の後援とサポートの確保

o 抵抗を想定してください - 変化は難しいものです。
o 変更の理由を伝えてください。

学習しやすいですか？

マイグレーション計画の策定

アクセスできますか？

o データファイルのマイグレーションスケジュール。

o ネイティブでないファイルにも簡単に

o トレーニング計画 - ライブおよびオンデマンド。
o 切り替え期間を指定してください。
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CREOで統合！

Creo は、パワフルで実績のある機能と革新的な新しいテクノロジを
組み合わせた、学習しやすい 3D CAD ソリューションです。さらに、
PTC がデータマイグレーションやチームトレーニングをご支援しま
す。Creo と統合すると、CAD の移行を効率的に進めて長期的な利点
を得ることができます。

Creo - パワフルで使いや
すい CAD ツールです。
使いやすさ

Creo の新リリースごとに、使いやすさが向上します。現在の Creo には、よ

り早くより簡単に設計を実現するための強化機能が組み込まれています。例え
ば、ミニツールバーとコンテキストメニュー、ミラーとパターン認識、モデル

業界をリードする他の製品との緊密な統合 - PTC は、Windchill PLM
製品、Mathcad 計算ソフトウェア、ThingWorx 産業用 IoT ソリュー
ション、Vuforia AR (拡張現実) ツールを提供しています。これらはす
べてシームレスに統合されており、お客様は価値を最大化し、労力を
最小限に抑えることができます。

ツリー管理の強化などが挙げられます。

強力な設計環境

Creo は、初期のコンセプトから CNC ツールパスに至るまで、統合された単一

の設計環境を提供します。高度なシミュレーション、ジェネレーティブデザイ

ン、付加製造、MBD などのツールが直接 Creo に統合されているため、データ
ファイルのエクスポートや再インポートなどの手間がかかりエラーが発生しや
すいプロセスを回避することができます。

すべてのリリースに革新性

Creo のメジャーリリースは毎年行われていますが、機能面でもビジネス面でも
追いつこうとする必要はありません。特に設計の最適化については何の心配も

Windchill と Creo - 連動性が向上

Creo と Windchill は、お客様の CAD と PLM の要件を満たすために
密接に連携しており、PTC はこの 2 つの強力なソリューションへの
投資を継続します。
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ありません。ここでは、最近追加された Creo の機能の一部をご紹介します。

> Creo Simulation Live - 即時の対話型設計ガイダンス。
> Creo Ansys Simulation - 設計の高忠実度検証。

> ジェネレーティブデザイン - AI 主導の設計の最適化。

> 拡張現実- 設計コンセプトを顧客やサプライヤと確実に共有。
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CREOとの統合！
PTC は、ジェネレーティブデザイン、Ansys Simulation、拡張現実などの画期的なテクノロ
ジへの投資を続けています。さらに、お客様の作業をより簡単に、より生産性の高いものに
するために、CAD ツールの改良を続けています。現在お使いのサブスクリプションやメンテ
ナンスの料金に価値を見いだせない場合や、CAD プロバイダーが新しいプラットフォームへ
の変更を急がせてくる場合は、Creo への変更を検討してみてはいかがでしょうか。

Creo は、データマイグレーションにも
対応しています。

Creo を使えば、既存の CAD データを簡単に移行できます。Creo の Unite
テクノロジにより、Dassault の CATIA や SOLIDWORKS ソフトウェア、
Siemens NX、Autodesk Inventor などから、これらのシステムのライセン
スがなくてもファイルをインポートして開くことができます。この機能は
Creo のすべてのライセンスに組み込まれているため、サードパーティ製の
アプリケーション変換ソフトウェアは必要ありません。オブジェクトを直
接設計に組み込むことも、ファイルを Creo オブジェクトに変換することも
できます。Creo はデザインインテリジェンスを自動的に認識して追加する
ため、設計の変更も簡単です。

その他
のシステム
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Creo 以外の部分に変更を加える必要がある場合、必要に応じ
て、影響を受ける部分だけを Creo が自動的に変換します。ア
センブリ内のすべての部分を変換する必要はありません。これ
により、データマイグレーションにかかる時間と労力を最小限
に抑えることができます。

Creo の強力なフレキシブルモデリング機能により、ユーザーは
インポートしたジオメトリに簡単に変更を加えることができま
す。変換された部分を設計要件に合わせて素早く修正すること
ができます。
また、外部のサプライ
ヤーやパートナーとや
りとりする必要がある
場合には、Creo Unite
Technology が対応してく
れます。新しい Creo ファ
イルは、より一般的な
フォーマットで保存でき
ます。

Creo Uniteテクノロジーデータシートへのアクセス
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CREOとの統合！

Creo のトレーニングとサポート

CAD システムはそれぞれに異なりますが、パラメトリックモデリ
ングの基本は同じです。レースカーの扱いは一般車と少し違うか
もしれませんが、エンジニアであれば制御の仕方はわかります。
エンジニアにトレーニングとサポート、そして少しの時間を与え
れば、驚くほどの成果が得られるでしょう。

すべての Creo サブスクリプションには、モデリング、サー
フェシング、アセンブリ、シミュレーションなど、Creo の基
礎を学ぶための E ラーニングが含まれています。また、モデル
ベース定義 (MBD)、シートメタル、フレームワーク設計など、
さまざまなトピックに関するクイックチュートリアルのオンラ
インヘルプにアクセスすることもできます。

さらに、PTCU の Creo LEARN Online サブスクリプションの
PTC には、初心者からエキスパートまで習得をスピードアップで
購読ユーザーは、毎日複数のタイムゾーンで複数のクラスがあ
CREO LEARN SUBSCRIPTION
きる豊富なツールが用意されています。PTC University (PTCU)
る、ライブのバーチャルインストラクターによるセッションに
で、対面式、ライブオンライン、E ラーニングなど、さまざまな
無制限にアクセスすることができます。エキスパートの Creo
Our Creo LEARN Online Subscription is best-in-class product training that allows you to take an unlimited number of half-d
トレーニングを受けることができます。専門知識を証明する認定
インストラクターがこれらの実践的なクラスを指導し、魅力的
live online from any location. Each class is taught by one of our world-class instructors and is offered in three-hour time slot
資格を発行しているほか、公開および非公開のトレーニングオプ
is to make itな対話型学習体験を提供します。
easy and convenient for you to learn by providing you with an engaging, interactive learning experience. We've
CREO LEARN SUBSCRIPTION
this offering to ensure you have the most flexibility possible; learning on your own time and schedule. Head to our Creo Cu
ションもご用意しています。
PICU の Creo LEARN Online サブスクリプションへのアクセス

Guide to view our many course offerings.

Our Creo LEARN Online Subscription is best-in-class product training that allows you to take an unlimited number of half-day classes
live online from any location. Each class is taught by one of our world-class instructors and is offered in three-hour time slots. Our goal
is to make it easy and convenient for you to learn by providing you with an engaging, interactive learning experience. We've engineered
this offering to ensure you have the most flexibility possible; learning on your own time and schedule. Head to our Creo Curriculum
Guide to view our many course offerings.
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ライブインス
トラクター

フレキシブルなク
Flexible
Class Schedule

Certifications

Virtual
Software
Environments
仮想ソフ
トウェア環境ュール

Digital Student Guide

Live Instructors

Flexible Class Schedule

GettingCertifications
Started
with LEARN
認定資格

Getting Started with LEARN

Virtual Software Environments

Digital Student Guide

ラススケジュール
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まとめ

CAD 統合は、機能グループ間のコラボレーションを改善し、IT の間
接費を削減することで、お客様と組織の生産性を飛躍的に向上させ
ます。Creo は、今日明日にでも必要な設計ツールを提供し、移行を
成功させるためのお手伝いをします。準備ができましたら、お気軽
にお問い合わせください。

さらに詳しい情報はこちら

お問い合わせ

Creo は製品のイノベーションを促進し、より質の高い製品をスピー
ディーに作り上げる 3D CAD ソリューションです。学習が容易な
Creo は、製品設計の初期段階から製造以降の段階に至るまでをシー
ムレスに結びつけます。実績のある高度な機能を、ジェネレーティ
ブデザイン、拡張現実、リアルタイムシミュレーション、付加製
造、IoT などの新しい技術と組み合わせて、迅速な繰り返し作業、
コスト削減、製品の品質向上を実現できます。変化が速い製品開発
の分野で、競争優位と市場シェアを獲得するために必要な変革ツー
ルを提供できるのは Creo だけです。

© 2020, PTC Inc. All rights reserved. ここに記載された情報は情報提供のみを目的としており、事前の通知なしに変更される可能性があります。また、PTC が保証、約束、
条件提示、提案を行うものではありません。PTC、PTC ロゴ、およびその他すべての PTC の製品名およびロゴは、米国およびその他の国における PTC またはその子会社、
あるいはその両方の商標または登録商標です。その他の製品名、企業名、またはロゴはすべて、各所有者の商標または登録商標です。
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